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技術評価委員会第１回委員会 議事録 

 
新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ） 

委員会事務局（企画調整部技術評価課） 

１．日 時：平成１３年７月１７日 

２．場 所：サンシャイン６０ ２７Ｆ会議室 

３．出席者：岸委員長 稲田委員 大滝委員 大西委員 垣田委員 小柳委員 曽我委員 高村委員 

      谷委員 冨田委員 西村委員 丹羽委員 平澤委員 三浦委員 村上委員 

      光川副理事長 福水企画調整部長 坊田技術評価課長 井田主幹 

４．議 題 

 （１）技術評価委員会の設置について 

（２）技術評価委員会の公開について 

（３）技術評価委員会の運営について 

（４）分科会の設置について 

（５）評価結果の取扱いについて 

（６）その他 

５．議事録 

（坊田課長）  大変お待たせいたしました。それではお見えになっておられない方、お一方おられ

ますが定刻を過ぎましたので、ただいまより第１回技術評価委員会を開会させていた

だきたいと思います。 

 まず最初に委員長の件でございますが、本委員会の設置規程でありますＮＥＤＯの

技術評価委員会設置運営要領によりますと、委員長はＮＥＤＯ理事長が指名させてい

ただくこととなっております。そこで事前に、物質・材料研究機構理事長、岸様に委

員長就任をお願いし、ご了承をいただいております。また委員長のご都合がつかない

とき等の代理として、同様の手続で産業技術総合研究所理事、曽我様に委員長代理の

ご了承をいただいております。両先生には、よろしくお願い申し上げます。 

 それでは岸委員長、よろしくお願いいたします。 

（岸委員長）  委員長の指名を受けました岸です。よろしくお願いしたいと思います。また、曽我

先生、よろしくお願いしたいと思います。 

 評価ということで、技術評価全体を見るということなのですが、やはり数年ぐらい

大体、評価評価とかなり騒いでやってきたという気がしております。そのために非常

に大きな労働荷がかかってきたということと、それから研究者側にもかなりの負担を

強いた面もあるし、非常にしかしプラスの面もたくさん出ているとは思います。 

 一つは、精神的に非常に緊張感が出てきたというのは、これはもう間違いないと思

います。それから私の経験では、中間評価が非常に役に立ったという例は幾つか持っ

ております。ただ、事後評価がどう生かされるかというのは、もう皆さんよくご存じ

のように、かなりの課題を残しているのではないかと思います。また、事前評価とい

うのと、それから採択・事前評価、この在り方も軌道には乗ってきたのですが、どれ

ぐらいの割合でどう持っていくかというのは、今後大いに考えていくべき問題はまだ

たくさん残っているとは思います。しかし、方向としては、やはりある種の評価が必

要だということは、誰も否定はしないという状況は大体出てきたのだというふうに理

解している次第です。 

 いずれにしましても、研究のレベルが上がるということが目標だということを忘れ
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ずに、ひとつこの評価委員会も進めさせていただければと考えている次第です。そう

は申しましても、今日は有識者の先生方にお集まりいただいて、ざっくばらんに評価

そのもののご意見も承れればと願っている次第なのでよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 それでは最初に議事次第に沿って議事を進めていきますが、まず最初にＮＥＤＯの

光川副理事長からご挨拶をお願いしたいと思います。 

（光川副理事長）ＮＥＤＯの光川でございます。本日は委員にご就任いただき、かつまたご参加いた

だきましたことありがとうございます。大変お暑い中お運びいただいて、本当にあり

がとうございます。 

 私どもＮＥＤＯは、約２０年前に新エネルギーを中心に発足した組織でありますが、

１０年ほど前に産業技術の研究開発が付け加わって、今日約２０年目を迎えていると

いう状況でございます。今年は実は大変な節目になっておりまして、ご承知のように

この２００１年１月の省庁再編に伴いまして、経済産業省の研究・開発に絡むかなり

の仕事がＮＥＤＯの方に移管されてきたという年になっております。原局の研究・開

発玉を探す機能、それを実施する機能、これもＮＥＤＯにきておりますし、もちろん

工技院のプロジェクト部隊がいろいろやっていたお仕事、これもＮＥＤＯにきており

ます。そんな意味で、経済産業省全体の研究・開発を担う組織になってきているとい

う実態がございます。 

 そういう中で、経済省とＮＥＤＯの役割分担でございますが、経済省の方は経済政

策、産業政策、そういう面からどういうことを目的に研究開発をしなくてはいけない

かという大きな枠組みを決める。すなわちそれをプログラムというふうに呼んではお

りますけれども、いずれにせよ、政策課題を解決するためにこういうことをやるべし

という方向を決めるのが、経済省でございます。それに対してＮＥＤＯの方は、その

課題を解決するために具体的にどういうプロジェクトなりテーマを選び、それをどう

やって推進するかというその実行を担うといった役割分担になっておりまして、大変

重い役割を背負っておるというふうに認識しております。 

 これに伴いまして、私ども常々考えておるのは、そういうような重大な責務を遂行

する上で、ＮＥＤＯがプロジェクトをこなしていく上で考えなければいけない点とい

うのは、４つあろうかと思っております。１つはまず、そういう政策課題を解決する

ために、適切なテーマを選んでいるかどうか、適切なプロジェクトを選んでいるかど

うか、ここのところでございまして、先ほど委員長からもお話がありましたけれども、

まさにここがポイントでございます。その玉の選定という意味で大きな責任が持たさ

れているというのが１点目でございます。 

 それから２点目の責任は、その研究開発をうまく最も効果的に実施していくために

ふさわしい産・学・官の研究機関がそこに結集されているか。しかもその産・学・官

から、優れた研究者がそこにジョインしておるかという推進体制、これをきっちり作

り上げるというのが第２のＮＥＤＯの重要な仕事になっております。 

 それから第３の仕事は、通常プロジェクトは５年ぐらいで展開してまいりますが、

その５年間で研究者、研究現場の皆様方が本当にやり易いマネージメント、例えばお

金が欲しい時とか、人を替えたい時とか、メンバーを追加したい時など、いろいろな

局面が出てくると思いますが、できるだけ研究現場に立ったマネージメントが簡素な

手続の下でＮＥＤＯとしてできるかどうか、これが第３のポイントかと思います。 

 それから第４のポイントは、そういう研究開発を推進しているプロセスの中で、中
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間とか事後とか、さらには中間・事後を問わず、必要な時に評価し、方向を見定める

と。だめなものはやめる、良いものは伸ばすといったような方向づけをしていくとい

うのが第４の大事な仕事であります。その他いろいろありますけれども、大きなポイ

ントはこの４つというふうに思っております。 

 本日、皆様方にお願いするのは、この第４番目の、最もある意味では難しい、しか

しやりようによっては最もインパクトのある、やりようによっては最も１から３に述

べたようなところに影響が出てくる、フィードバックが効く、そこの部分の仕事をぜ

ひ皆さんにご協力いただきながら、我々一生懸命やってまいりたいというふうに思っ

ておりますので、よろしくお願いしたいと思います。大変エネルギーの要る仕事かと

存じますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

（岸委員長）  ありがとうございました。選定、推進体制、マネージメント、評価という四本柱の

一つということで進めていきたいと考えている次第です。 

 それでは最初に事務局から委員のご紹介をお願いしたいと思います。よろしくお願

いします。 

（坊田課長）  それでは僣越でございますが、委員の先生のお名前を読み上げさせていただきます。

五十音順でそちらの方から読み上げさせていただきたいと思います。 

 稲田委員でいらっしゃいます。大滝委員でいらっしゃいます。大西委員でいらっし

ゃいます。垣田委員でいらっしゃいます。小柳委員でいらっしゃいます。曽我委員で

いらっしゃいます。高村委員でいらっしゃいます。谷委員でいらっしゃいます。冨田

委員でいらっしゃいます。西村委員でいらっしゃいます。丹羽委員でいらっしゃいま

す。平澤委員でいらっしゃいます。三浦委員でいらっしゃいます。村上委員でいらっ

しゃいます。なお、本日ご欠席の委員の方に瀬田委員、畑村委員がいらっしゃいます。

以上１７名の委員会でございます。 

 事務局は光川の右が企画調整部長の福水でございます。あちらが企画調整部主幹の

井田でございます。私が技術評価課長の坊田でございます。よろしくお願いします。 

（岸委員長）  どうもありがとうございました。それでは配付資料の確認をお願いしたいと思いま

す。 

（坊田課長）  資料、議事次第の次に座席表がございまして、その次が資料１－１でございます。

資料の番号は議題に沿っておりますので飛んでいる番号もございます。資料１－１、

技術評価委員会委員名簿、１－２、ＮＥＤＯ「技術評価委員会」の設置について、資

料２、技術評価委員会の公開について（案）、資料３－１、技術評価に関する指針等、

資料３－２、技術評価委員会の運営について（案）、資料４、分科会の設置について

（案）、資料５、技術評価結果の取扱いについて。以降は参考というふうに付けてお

りますが、参考１、新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）の概要、参考

２はございません。参考３－１－①、科学技術基本計画（評価部分抜粋）、３－１－

②、国の研究開発全般に共通する評価の実施方法に在り方についての大綱的指針、３

－１－③、経済産業省技術評価指針、３－１－④、制度・事業原簿の標準的項目につ

いて、３－１－⑤、標準的評価項目・評価基準について、３－２－①、政府・経済省

の技術政策等、３－２－②、評価をめぐる議論（参考）、３－２－③、評点法による

課題評価の実施について。参考４はございませんで、参考５、評価事例でございます。

もしも資料の不備等ございましたら、お手をお挙げいただけましたら直ちに持ってま

いります。ございますでしょうか。ありがとうございました。 

（岸委員長）  それではよろしいでしょうか。議事に入らせていただきます。 
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 まず最初は、技術評価委員会の設置について、資料１－２になるかと思います。事

務局から説明をお願いしたいと思います。 

（坊田課長）  ご説明申し上げます。資料１－２、ＮＥＤＯ「技術評価委員会」の設置について。

基本的なことでございますので、恐縮ですが読み上げさせていただきます。 

 経済産業省は同省予算で実施します技術開発の評価方法を定めた「通産省技術評価

指針」に基づき、産業技術審議会評価部会において、ＮＥＤＯが行うプロジェクトに

ついて事業の目的、目標の妥当性、事業体制・運営の妥当性、目標の達成度等の観点

から評価を実施してまいりました。平成１２年５月、指針が改訂され、ＮＥＤＯが実

施します事業の評価は、ＮＥＤＯが自ら実施することが可能となりました。ＮＥＤＯ

におきましては、平成１３年度からプロジェクトの評価を開始することにいたしまし

た。 

 ２番、技術評価委員会の設置。指針によれば、プロジェクトの評価は外部の専門家

及び有識者からなる評価者により構成されるパネルによって実施することとされてお

ります。ＮＥＤＯは技術評価委員会設置・運営要領を制定の上、同要領に基づき外部

の専門家、有識者によって構成されます技術評価委員会、本委員会を設置させていた

だきたいと思います。 

 ３、委員会の目的、構成等。目的、プロジェクトの中間、事後評価等を実施する。

構成、２０人以内で組織する。分科会、専門の事項を評価するために分科会を置くこ

とができる。評価結果の取扱い、委員長は評価結果を取りまとめ、ＮＥＤＯ理事長に

報告する。事務局、企画調整部技術評価課に置くというものでございます。 

 なお、ご参考までに５ページにプロジェクトの中間・事後評価、本委員会にお願い

いたします評価の対象時期についての簡単なご説明紙がございます。すなわち、横軸

はプロジェクトの実施期間でございまして、開示しますときに採択するかどうかを決

めます事前評価、これは経済省またはＮＥＤＯの推進部室が行います。中間評価、お

おむね３年ごとの中間評価、終了時の事後評価を本委員会で評価していただきたいわ

けでございます。追跡評価は一部の終了プロジェクトを対象として経済省で実施され

ているものでございます。 

 以上でございます。 

（岸委員長）  ありがとうございました。何かこの件に関して質問等ございましたら。 

 これは事前評価の経済省またはＮＥＤＯという、この区分けはどういうことになっ

ているのですか。 

（坊田課長）  今、プログラム／プロジェクト制度という制度が新しく始まりまして、大くくりの

政策目的に沿ったプログラムの中の個々のプロジェクトにつきましては、その事前評

価、開始の決定をＮＥＤＯが任されております。それに入らない、プログラム制度に

入らない例外的なプロジェクトは経済省が事前評価をやっております。 

（岸委員長）  いかがでしょうか。技術評価委員会の設置に関して。 

 それではご承認いただいたということで、次にこの本技術評価委員会の公開につい

て諮りたいと思います。 

 技術評価委員会の公開について、事務局から説明をお願いしたいと思います。 

（坊田課長）  資料２でございます。技術評価委員会関係の公開について（案）でございます。読

み上げさせていただきます。 

 技術評価委員会の公開については、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」、

いわゆる情報公開法でございます。「審議会等の透明化、見直しについて」閣議決定、
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及び「産業構造審議会産業技術分科会評価小委員会の公開について」という文書に準

じて行うことといたします。具体的には議事録（記名）については、原則として会議

終了後１ヶ月以内に作成し、公開いたします。また、議事要旨につきましては、原則

として１週間以内に作成し、公開いたします。（２）配付資料は原則として公開いた

します。（３）傍聴につきましては、委員会の運営に支障をきたさない範囲において、

原則として認めます。（４）委員会開催日程については、事前に周知を図るものとい

たします。（５）知的財産権の保護の上で支障が生じると認められる場合等について

は、委員長の判断により委員会を非公開とすることができます。この場合、公開され

る議事録、議事要旨には、技術評価委員会が非公開となった事由に相当する部分は含

まないものといたします。 

 ２、評価分科会の公開について。評価分科会につきましても、本委員会、親委員会

と同様のルールにするという内容でございます。 

 なお、本案は経済省の産業構造審議会評価小委員会、あるいはＮＥＤＯのほかの審

議会と同様の内容の案でございます。また、本件は事前に、本件審議が終了次第、傍

聴者に入場いただくことのご了解等を求めさせていただきましたところ、１４名の方

からご回答をいただきました。了解の方が１３名、反対の方が１名でございまして、

３名の方からご意見をいただきました。ご意見の概要をご紹介申し上げますと、反対

のご意見は、評価委員会は補助金の審査に類するような委員会であり、委員会の公開

は厳正な評価を妨げる恐れがあるとのご意見でございました。他のご意見は、傍聴は

許可を得るとともに、被評価事業の関係者は一時退席するようにすべきとのご意見で

ございました。さらにもう１件のご意見は、まず本件審議が委員同士で咀嚼されるこ

とを前提に、傍聴者を入れることを了解するとのご意見でございました。なお、資料

には事前にお諮りしたものと、情報公開法に準じるというところが新たに加わってい

るところが少し変更がございます。 

 以上でございます。 

（岸委員長）  この点、いかがでしょうか。ご意見、ご質問、コメント等ありましたら承りたいの

ですが。 

 よろしいでしょうか。もしよろしければ、原案のとおりとさせていただきますが。 

 それでは原案どおりということで、評価実施の際には必要に応じて、傍聴を制限す

る時間を設ける等の運用を検討することとしたいと思います。 

（坊田課長）  それでは、ここで傍聴者の方にお入りいただきますので、１、２分お待ちいただき

たいと思います。 

（傍聴者入場） 

（岸委員長）  これは今後は、２回目からはこの議論はしないで傍聴者がお入りになるということ

ですね。 

（坊田課長）  そうですね。最初からいらっしゃることになりました。 

（稲田委員）  ちょっといいですか。私は意見付で回答をしたのですが、これはこれでいくと３番

の、傍聴については、委員会の運営に支障をきたさない範囲において原則として認め

るだからこれでいいと思います。ただし、これはどのように、どういうときにやるの

か。例えば委員から、これはちょっと支障があるのではないのかと出た場合にこれを

適用するのか、この辺のところを決めておかないと、あるいは途中で傍聴者に出て行

ってくれと、こういうことになりかねないし、もしそれならそれでいいのですけれど、

ちょっと非常に曖昧なので。この文言は私はいいと思うのですが、そういうことにな
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ったときのルールを決めておかないと、ちょっとややこしいことになるのではと思っ

ています。そういうこともあって、意見付ということにしたのですが、最初に読まれ

たのは私の意見だったのですね。 

（岸委員長）  そうですね。確かにその辺ちょっと難しいところがありますが、事務局としてはい

かがでしょうか。 

（坊田課長）  知財権の場合は明白でございますね。その他の場合は、評価に関する議論でありま

しても……。 

（福水部長）  一般的には公開でやらせていただきたいと思っていますが、この親委員会よりもむ

しろ個別の評価をする分科会でそういう意見が出ると思います。そういう意見が出た

場合は、そこに分科会長がおられますので、その場で、これ以降非公開にするとか、

委員の提案をもとにそこで議論していただいて決めていただきます。もっとも出たり

入ったりというのを避けたいとは思いますけれども、非公開にするのが必要な時には、

まさしく非公開でやっていくというのが基本姿勢になっておりますので。 

（稲田委員）  この前の電話で、どういう意味かと聞かれて、これは主としてワーキンググループ

のような、そういう実際の検討を行う場合になるのではないかという話をコメントし

たつもりなのですが。 

（福水部長）  そういうことで、いかがでしょうか。 

（岸委員長）  ではよろしいでしょうか。今のような形で制限する時間もあり得るということでの

公開だということで理解したいと思います。 

 それでは、傍聴の方々もお入りになったということで、技術評価委員会の運営につ

いて始めたいと思いますが、まずはそれについて事務局から説明をお願いしたいと思

います。 

（坊田課長）  資料３－１、技術評価に関する指針等（プロジェクト評価関係部分）という資料で

ご説明いたします。 

 評価の項目とか基準とかをご議論をお願いするわけでございますが、政府の技術評

価の、いわゆる指針とかガイドラインがどのようなものがあり、どのような内容かと

いうことについて、簡単にまずご紹介させていただきます。 

 政府全体のルールといたしまして、科学技術基本計画がございます。これは科学技

術振興に関します基本計画でございまして、科学技術基本法に基づき策定されます。

内容は多岐にわたりますが、評価に関する部分につきましては、評価においては公正

さと透明性を確保する。プロジェクトの評価は社会的、経済的意義、目的に対する達

成度を第三者により評価する。評価結果は研究課題の拡大、縮小等の資源配分に適正

に反映する等の内容でございます。 

 次に、国の研究開発全般に共通する評価の実施方法の在り方についての大綱的指針

といいます内閣総理大臣決定がございます。位置づけは国費が投入された研究開発の

評価のガイドラインでございます。内容につきましては、透明性のある明確な評価の

実施、外部評価の導入、評価結果等の積極的な公開、評価結果の適切な活用等でござ

います。 

 次に、経済産業省におきまして、経済産業省技術評価指針、経済産業省大臣告示が

ございます。これは経済省が行う、あるいは経済省が経済省予算で支援する研究開発

等の評価のガイドラインでございまして、ポイントをご紹介しますと、目的は研究開

発の経済的、社会的ニーズの反映、効果的・効率的な研究開発の実施、国民への制

度・事業の開示、資源の重点的・効率的配分への反映、研究開発運営管理機関、これ
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はＮＥＤＯ等でございますが、の自己改革の推進というのが目的でございます。 

 評価の基本理念といたしまして、透明性の確保、評価結果・評価過程の可能な限り

の公開。中立性の確保、外部評価の導入。継続性の確保、評価結果を後の政策等の企

画立案に反映させやすい継続性のある評価。実効性の確保、明快で実効性のある評価

システムの確立等がうたわれております。 

 プロジェクトの中間・事後評価につきましては、特に以下の点がうたわれておりま

す。評価者は事業の態様に則した専門家や経済的・社会的ニーズについて指摘できる

有識者等であり、評価の責任主体である。外部評価者からなるパネルレビューを実施

する。必要に応じて評点法による評価の定量化を実施する。評価項目・評価基準は、

情勢変化に応じて評価者が追加・修正する。事業終了直後に事後評価を実施する。事

業期間が５年以上の場合、中間評価を実施する。 

 その他といたしまして、中間・事後評価の結果は、産業技術政策・戦略の立案や、

より効果的な事前評価の評価手法の確立に反映させる。評価結果及びこれに基づいて

講ずる又は講じた措置については、知的財産権の取得等に配慮しつつ、一般公開する。

評価者と被評価者の協調的関係と緊張感を構築し、この中で討論を行い評価を確定し

ていくというものでございます。 

 また、この評価指針に引用してあります経済省の文書として、その後２つございま

す事業原簿における標準的項目、標準的評価項目、評価基準というのがございます。

事業原簿における標準的項目と申しますのは、評価に使用する資料の内容について定

めた文書でございまして、資料の内容としては、国の関与の必要性、制度への適合性、

事業の背景、目的、位置づけ、事業の目標、計画内容、実用化、事業化の見通し、今

後の展開、研究成果等について説明した資料をもって評価を受けることが定められて

おります。 

 また、右の方の標準的評価項目・評価基準につきましては、標準的な評価項目等を

規定するものでございまして、標準的な評価項目として事業の目的、政策的位置づけ、

研究開発目標、計画の妥当性、研究開発事業者の事業体制・運営の妥当性、計画と比

較した達成度・成果、成果の実用化可能性、波及効果等について標準的評価項目とし

ておるところでございます。 

 なお、ＮＥＤＯにおきましても技術評価実施要領という規定がございますが、本規

定は先の大綱的指針、総理大臣指針、経済省指針をＮＥＤＯにおいても適用するとい

う内容があるだけでございます。 

 以上、簡単でございますが、評価に関しますガイドライン等の内容をご説明いたし

ました。 

 引き続きましてご審議いただきたい事項でございます。技術評価委員会の運営につ

いて、資料３－２のご説明に入らせていただきたいと思います。ご審議いただきたい

点は２点ございます。１点目として、評価の項目・評価の基準をご議論いただき、お

決めいただきたいという点でございます。２番目の点として、評点法という評価方法

がございますが、その実施についてご議論をいただきたいという点でございます。 

 まず評価の項目・評価の基準でございますが、ただいまから案をご説明いたします。

本日のご議論に加えまして後刻、これは評価の根幹をなすものでございますので、書

面にてご欠席の委員も含めましてご意見をいただき、次回評価委員会にて正式決定と

させていただきたいと思います。ただ、当面の評価を開始する必要がございますので、

本案に本日の議論を踏まえたものを用いて評価を開始することはお許しいただければ
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と思います。 

 それでは評価項目・評価基準の案をご説明申し上げます。２ページをお開けいただ

けますでしょうか。評価項目・評価基準とございまして、１．ＮＥＤＯの関与の必要

性・制度への適合性。ＮＥＤＯの事業としての妥当性として、ＮＥＤＯの関与が必要

とされるテーマか等々について、そういう項目についてご議論をいただきたいという

ことでございます。 

 ２．事業の背景・目的・位置付け。事業目的・政策的位置付けの妥当性を評価いた

だきたいということで、例えば事前評価は当時の、事業立ち上げ時の時代的背景から

見て妥当なものであったか等々の基準で評価をいただきたいというものでございます。  

 ３．事業の目標。研究開発目標の妥当性でございます。立案時点又は計画見直し時

点の時代的背景から見て、目標達成のために具体的かつ明確な開発目標、目標水準を

設定しているか等々の基準で評価、ご議論をいただきたいというものでございます。 

 ４．事業の計画内容。研究開発計画の妥当性、目標達成のために妥当なスケジュー

ル、予算となっているか等々の面で評価いただきたいというものでございます。２番

といたしまして、研究開発実施者の事業体制の妥当性、目標を達成する上で事業体制

は適切なものか等の基準で評価いただきたいというものでございます。 

 ５．実用化、事業化の見通し、実用化のイメージでございますが、成果の実用化可

能性、産業技術としての見極め、適用可能性の明確化ができているか否か等の視点で

評価いただきたいというものでございます。５の（２）波及効果、成果は関連分野へ

のインパクトを期待できるものか等々の視点で評価いただきたいというものでござい

ます。 

 ６．今後の展開、実用化までのシナリオとしまして、実用化の見通しは立っている

かという視点で評価いただきたいというものでございます。 

 ７．研究開発成果。７の（１）計画と比較した目標の達成度。成果は目標値をクリ

アしているか。全体としての目標達成はどの程度か等の視点でございます。７の

（２）要素技術から見た成果の意義。世界最高水準、世界で初めて又は国際水準から

見て優れた成果があるか等の基準でご議論いただきたいというものでございます。恐

縮でございます、４ページでございますが、７の（３）成果の普及、広報。論文の発

表は質・量ともに十分か。また特許は適切に取得されているか等々の視点でございま

す。７の（４）成果の公共性。これは知的基盤とか標準整備のための研究開発のみの

項目でございますが、成果の公共性を担保する措置、あるいは普及策を講じているか

等でございます。 

 ８．情勢変化への対応。８の（１）情勢変化への対応の妥当性、技術動向や社会・

市場ニーズの変化等に対応して、計画を適切に見直したか等でございます。８の

（２）研究開発実施者の運営の妥当性。意思決定、進捗状況、計画見直し等の検討が

適切に行われていたか。また、プロジェクトリーダーが有効に機能しているか等々の

視点でございます。 

 以上が評価項目・基準の案でございまして、経済省の標準評価項目基準を元にいた

しまして、ＮＥＤＯとして若干補強したものでございます。 

 それでは引き続きになりますが、評点法の実施についてもご説明を先にさせていた

だきたいと思います。５ページをお開けいただけますでしょうか。評価の中で数値の

点を付けるという評点法という手法がございます。経済省におきましては、平成１１

年に評点法の試行をプロジェクト３９件について行いました。その結果を産業技術審
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議会評価部会に諮りましたところ、数値の提示は評価結果の全体的傾向の把握に有効、

評価者が異なっているわけでございますが、プロジェクト間の相対評価がある程度可

能という経済省評価部会の結論を得まして、平成１２年５月、当時の通産省技術評価

指針におきまして、必要に応じ評点法の活用による評価の定量化を行うこととすると

いう文言が追加され、平成１２年から経済省において評点法の評価が行われておりま

す。 

 評点法の目的としましては、評価結果をわかりやすく開示すること、プロジェクト

間の相対評価がある程度可能となるようにすることでございまして、現実の利用とし

ましては、評価報告書を取りまとめる際の議論の参考、あるいは評価報告書を補足す

る資料、分野別評価、制度評価と申しまして、例えば分野別評価と言いますと、複数

のプロジェクトを横並びで評価する。例えば環境分野の分野別評価をするということ

になりますと、環境分野の複数のプロジェクトを横並びで評価するという評価でござ

いますが、このような評価が本年度から経済省で行われてございますが、このような

評価においてそれぞれのプロジェクトの評点を活用するというものでございます。 

 それでは実際に平成１２年度に経済省におかれまして評点法が実施されたわけでご

ざいますが、その結果をご紹介申し上げます。評点でございますが、１から５の５段

階であり、概ねそちらにございますような、「５」は適切、十分。「３」は妥当、概ね

妥当。「１」が失当とか不適切という基準でございます。 

 それでは６ページ、開けていただきまして、平成１２年度に経済省で２０プロジェ

クト評点法の評価が行われました。その結果は、６ページ真ん中にありますグラフの

とおり、横軸が評点、縦軸がその評点を取りましたプロジェクトの数でございますが、

大体点の幅は５－１の４ほど幅があるわけでございますが、実際のプロジェクトの評

点は３．２～４．２の１ぐらいの部分にほぼプロジェクトの９割が集中しております。

またその集中の部分というのは、中間値である３より上でございます。評点法による

評価結果はあくまでも補助的な評価であり、数値のみが一人歩きをすることがないよ

うに、慎重に対応すべきという規定もあるわけでございますが、点数だけから見ます

と、プロジェクト間の評価が点数が引っついていて難しい、あるいは平均点より上の

プロジェクトが多いから概ね妥当であるというような印象も受ける可能性はあろうか

と思います。 

 したがいまして、ＮＥＤＯにおきまして評点法を実施していきたいわけでございま

すが、５．ＮＥＤＯにおける評点法の実施（案）というふうにございますが、ちょっ

とやり方を変えた案をご提示させていただいております。ＮＥＤＯにおいては、評点

法の実施に際し、プロジェクト間の比較を明確にする、評点の差を広げる。評点にお

ける優劣を明確にするため、評点の段階を１・３・５の３段階にて試行します。ただ、

どのような結果になるかというのが、広がるかどうかというのは実際にやってみて結

論は出てまいりますので、次回のこの技術評価委員会におきまして、その結果、十数

プロジェクトの結果をお示しできるかと思いますが、次回この技術評価委員会におい

てその結果を見ながら、評点法の方法を再検討させていただくことにしたらいかがか

という案でございます。 

 以上、事務局から取り急ぎでございますが、評価に対するガイドラインとご審議い

ただきたい評価項目・評価基準及び評点法の実施についてご説明させていただきまし

た。以上でございます。 

（岸委員長）  どうもありがとうございました。ご苦労様でした。何かご質問、ご意見があったら
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ぜひお伺いしたいのですが、この件が、このＮＥＤＯの実施するプロジェクトの技術

評価をどのように本当に今後実施していくかという基本的な事柄です。技術評価の在

り方、それから技術開発の在り方はいかにあるべきかという、大所高所論を含めてご

意見をいただければと願う次第です。大事なことは評価項目が１から８項に対してま

とめられているということと、評価というのは感覚的な点がかなりあるのですが、何

とかそれを定量化したいということで、評点法が既に実施されております。しかし、

それの使い方について、１・３・５の３段階法を導入したらどうかという提案です。 

（稲田委員）  まずこの評価、これは一応仮に１・３・５にしても、絶対評価ですね。 

（坊田課長）  そうです。 

（稲田委員）  だからよければ５点を幾つかつけてもいいと。 

（坊田課長）  そうです、おっしゃるとおりです。 

（稲田委員）  それから３ページ、事業計画内容の１番、研究開発計画の妥当性、この中でちょっ

とよくわかりにくいのがあるのですが、“目標達成に必要な要素技術を過不足なく取

りあげているか”、これはいいとして、“要素技術間の有機的関係が存在しているか”、

これは非常にわかりにくい表現であります。要するに内容が、きっちりと、順序立て

て論理的になっているかどうか、そういうことですよね。こういうことを書くと、何

かこういう要素技術を絶対入れないといけないということになるのか、極端に言うと、

なくてもできるものがあるわけです。これはよくあるのですが、新しいブレイクスル

ーはないのだけれど、いろいろ集めてきて一緒にすると新しいシステムができ上がる、

こういうものもありますので、ちょっとこの辺のところの表現をもう少しわかりやす

くする必要があるのではないかと、私は思いました。 

 ついでながら、これは私の経験からの感想ですが、５・３・１というのは確かに点

を広げるのにはいいものの、我々が大学で成績を３点法で付けますと、大抵真ん中の

方にきちゃうんです。これは大学関係の皆さんは付けておられるのでおわかりと思い

ますが・・・。その辺のところは少し考えものではあるかなと。だから必ずしもそう

するというのではなく、物によっては５点を５・４・３・２・１で付けてもいいだろ

うし、５・３・１で付けてもいいだろうしということも考えてはどうかなと私は思い

ます。ちょっとこれはまだ、具体的なことがないので結論づけられませんが、そうい

う感想を持ちましたので、とりあえず。 

（岸委員長）  １というのは案外つけにくいですよね。 

（稲田委員）  つけにくいですね。しかも５・３・１と広がると、余計に付けにくい。 

（岸委員長）  ５・４・３・２・１でやると案外差が出ないということでこういうことを考えたら

どうかという提案になっているのですが、これはパラにやるとおもしろいんでしょう

かね。 

（稲田委員）  実は非常に難しいのですが、成績を付ける時というのは、１０点法にすると、これ

は結構バラつくんです。まず１０点というのは余りないですよね、基本的に。８点、

９点というのは、そこそこあるのですが、これを５点法にすると余程いいものがなけ

れば５点もなかなかつけにくく、大体みんな４点になっちゃうんです。１０点法では、

悪いものでも１点はなかなか付かないが、３点ぐらいは付くんです。ところが５点法

にすると、１点が付くのは余程悪いものになってしまいますので、そういうことは起

こりにくいことであります。ですからどれがいいかわかりませんけれど、もしも全部

５・３・１にすれば、そうなる可能性があるのではないかというのは私の感想です。 

（岸委員長）  ほかいかがでしょうか。 
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（平澤委員）  今、ここで我々は何を議論すればいいのかということに関して、ちょっと確認をま

ずはしておきたいのですけれども、先ほどのご説明でちょっとびっくりしたのは、こ

の委員会というのは中間・事後に関してであって、事前評価、つまりテーマの選定に

関してのことは議論しないということでよろしいのですね。 

 それで、事前評価、つまりテーマの選定に関わる評価の部分というのは、それぞれ

個別の部署でこれに類したようなパネルを設定して、そこで設計するという、こんな

ふうに考えていいわけですね。 

 そうすると、非常にたくさんの多様なプログラムがあって、それに対して今ここで

議論しようとしているのは、一律に何か中間・事後評価をするやり方について議論す

るような印象を受けるのですけれども、そのプログラムに応じた評価項目なり、点数

の付け方なり、それから評価手法のやり方なり、こういうことを考えていくのが普通

の筋ではないかと思うのです。ですから、一般論は大体もうこの辺でいいんじゃない

かなという気がするんですけれど。ただ、評点法の３段階というのは、私はちょっと

極端だと思うし、ほとんどそういう例は外国でもやってないわけで、まず中間の３の

ところにほとんどの評価が集中してしまうような気がしないでもないですね。それか

ら、通常いろいろな調査の中で、真ん中を置かない、４段階でやるか、それとも５段

階でやるか、７段階でやるかとかというぐらいの分布はあるわけですけれども、ちょ

っとこれはセオリーというか、一般的なルールからかなり違うやり方だなという気が

するんですけれど。 

 ですから、そういうことはこの辺で議論してもいいのかもしれないのですけれども、

それもやはりプログラムの性格に応じて、どういうプログラムの中で走るプロジェク

トを中間・事後評価するのかということで、個別に議論されるということではないか

なというふうに思いますけれども。 

（岸委員長）  どうもありがとうございます。この評価委員会のやるべき仕事と、この後出てくる

分科会があります。ですから個別のものをどう取り上げるかというのと、全体として

各プロジェクトを比較・検討するというような役目があるわけですけれど、この辺に

ついてもし事務局で説明がございましたら。 

（坊田課長）  説明がちょっと落ちておりまして申しわけございません。４ページに評価項目・評

価基準の案の最後に注として付けさせていただいております。評価項目・評価基準に

あります各項目の重みは、被評価プロジェクトの性格等に応じて異なるものであると

いう考え方でございますので、それぞれのプロジェクトを評価いたしますそれぞれの

分科会におきまして、この評価項目、あるいは評点の項目の重みについてご議論をい

ただいて分科会としての評価書の案をいただければというふうに考えております。 

（岸委員長）  そうすると、分科会でこっちでああでこっちでああでないというのをどんどん勝手

に判断して、そして上がってきたものをまた比較するというのは、難しい面もあるわ

けですね。 

（坊田課長）  ございます。 

（岸委員長）  そういうのを入れて評価だという気もしますが、どうぞ、曽我先生。 

（曽我委員）  ２ページの事業の背景・目的のところの（１）の最初の●なのですが、先ほどの話

ですと事前評価はしないのですよね。それでこの委員会ではそれをしないのですが、

委員会では事前評価がよかったのか悪かったのかということも評価するのですか。 

（坊田課長）  さようでございます。事前評価は評価いたします。 

（曽我委員）  ですから事前評価を評価するんですね。プロジェクトを評価された人を評価するの
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も一つの目標になるのかどうかということを伺っているのです。 

（坊田課長）  そうですね。事前評価の評価者の方を、結果的にはそういうことになろうかと思い

ます。 

（曽我委員）  でも、こう事前評価と直接書くよりも、目的がよかったか悪かったかというのは、

間接的には事前評価委員会を評価することになります。この文からは委員会が委員会

を評価する形というような印象を私は受けるのですけれども。この文章の書き方から

では対象としているものが違うという感じがします。 

（岸委員長）  だから当初の目的が正しかったかという評価をするのか、評価した人を評価するの

か、そっちに少し寄っているぞというのが先生のご意見だということですね。 

（曽我委員）  はい、そういうことです。 

（福水部長）  どちらかと言えば、その事業目的がよかったかどうかを評価するということで、そ

れを評価した人達がどうだったかということをやるわけではないというのが本筋なの

で、そういう意味ではこの事前評価という言葉が、事業目的とか、そういう言葉に直

した方が曽我先生の誤解が少なくて済むとの気がします。 

（坊田課長）  事業開始時の事業目的ということですね。 

（稲田委員）  というのはむしろ採択されたプロジェクトの評価そのものですよね。だからそれは

いろいろな、もちろん事前評価の点数もあるだろうけれども、こういうものをやるよ

と、ＮＥＤＯなり経済産業省が言ったこと自体が、その当時の時代背景から見て適切

であったかどうかということだから、ここは事前評価という表現ではなくて、そうい

うような採択プロジェクトの適否というか、そういった内容にした方が妥当ではない

かと思います。 

（岸委員長）  ほかどうぞ、何なりと。 

（丹羽委員）  今のご議論、ちょっと反対の意見なのですが、中間評価とか最終評価の目的の一つ

に、フィードバックして評価全体の活動を高めるという話がありました。その中で、

その一つのフィードバックの対象が事前評価のやり方で、中間評価・事後評価あるい

は追跡評価をした結果が、事前評価のやり方にフィードバックできれば一番いいこと

で、そのためには事前評価のやり方自体を、あるいは評価委員会、評価者、あるいは

評価のやり方自体をどこかで評価する必要があって、それは一つの可能性としてはこ

こであると思います。 

 それから私は、事前評価の委員会を評価するということが非常に重要で、また逆に

我々のこの委員会は、一番最初の話にありましたように、追跡評価委員会で、私もそ

の一員なのですが、追跡評価委員会でこの委員会の結果が評価されるんです。そうい

う常に自分達の審議あるいは評価した結果が、後の評価されるんだよという、その緊

張感が評価全体の活動を高めることになりますので、ここではあえて事前評価を評価

するというふうに入れておくべきだと私は思います。逆に我々自体も追跡評価委員会

で評価されるんですよね。 

（稲田委員）  私は事前評価委員そのものを評価するのは悪いとは言ってないので、これだけでは

だめですよと、言っているのです。つまり経済産業省やＮＥＤＯも含めて、こういう

ものをやりますと提案されたことについて、これも評価しないとだめですよと言って

いるわけであって、丹羽先生のおっしゃっているのに反対ではありません。事前評価

委員会の評価ももちろん入る。だからそういうものをやらないと、単に事前評価委員

会の評価だけだったら、その委員会だけに責任を負わせるようになっちゃうというこ

とを言いたかったんです。 
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（曽我委員）  先の質問で、科学技術基本法における評価というのは何をするのかというと、委員

会を評価するのではなくて、そのプロジェクトがよかったか悪かったか、あるいはそ

の時代に合っているか合ってなかったのかを評価するわけですから、このところの事

前評価は余り良くなく、別のところでお考えになるべきで、ここでの評価の対象はや

はりそのプロジェクトに絞った方が、私はいいと思います。 

（岸委員長）  この点、いかがでしょうか。 

（大滝委員）  現実には中間評価をすると言ってもプロジェクトは既に３年たっている。３年前の

ことを評価しなければいけないということになります。すなわち、現実に評価するた

めには、３年前はどのような時代で、その国家プロジェクトはどのような目的でスタ

ートしたかを知っていらっしゃる方がいないと、実は真の評価はできません。これか

らはちょっと変わってくると思いますが、その当時はどうしても先進国に追いつかな

ければいけないから、このプロジェクトを実施しようとか、いろいろな目的があって

決めていたわけです。そこまでちゃんとフォローした上で評価しないといけない。た

だ単にそのプロジェクトが良い悪いの話だけではないのです。勿論、これからの日本

の研究戦略を立てる際に、過去に立てた戦略の決め方が間違っていなかったか否かを

判断するために使うのだったら良いと思うのです。一個一個のプロジェクトを評価す

ることにより将来に生かすという形での議論は重要だと思いますが、実は過去に採択

された際の目的は一個一個のプロジェクトで異なりますので、そこがちゃんと記録さ

れているかを調べ、記録されているのであれば、それを反映する必要があります。そ

れをしないと、無駄な議論やピントはずれの議論をすることになります。その意味で、

ここにつきましては、ちょっと気をつけなければいけないと考えます。 

（岸委員長）  これはですから、事前評価とこの中間評価以降を分けていますね。私の今度移った

独立行政法人などは、全部事前評価・中間評価・事後評価、同じグループでやるわけ

です。そうすると今のような話と少しまた関連するのですが、この辺のＮＥＤＯの立

場はどう考えればいいでしょう。採択する、事前評価する部隊とこうきっぱり分けて、

そのメリットもあると思いますし、一気通貫でやってしまうというのも多分あるのだ

ろうと思うし、独法がまさにそれでやっているわけです。この辺については何か。 

（福水部長）  ＮＥＤＯの事前評価は、主に技術審議委員会という審議会をバイオとか電子だとか、

あるいは材料だとか各分野別に、いろいろ作っていまして、採択に当たってはそうい

うところでの議論を元に事前評価をして決めています。中間・事後については、そこ

に関与した利害関係者というと言葉が悪いのですけれども、それ以外の方々によって、

外部評価という形で、技術審議委員会とは違う先生にプロジェクトを３年経った、あ

るいは５年経った時に見ていただくというふうな体制を取っています。そういう意味

では岸委員長の独立行政法人のように、通して同じ人がやるというのとは、ちょっと

違うやり方を取っています。これはやり方の違いかもわかりませんが、ガイドライン

上どうなっていましたっけ。 

（坊田課長）  ガイドラインは別な人ですね。事前をやった人が中間・事後は主たるメンバーにな

らないようにという。重なってもいいですけれど、主たるメンバーにはならないよう

にということでございます。 

（垣田委員）  何のために評価を行うかというと、当然、その案件の次のステップのあり方とか次

のプロジェクトとかプログラムに生かすためだと思う。それで質問なのですが、この

資料の３－１の２ページ目の真ん中あたりの４．その他というところの２行目に、

「より効果的な事前評価の評価手法の確立に反映させる」と書いてありますが、この
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事前評価に反映させるＮＥＤＯの具体的ツールは何なのかをお聞きしたい。 

（光川副理事長）多分この後に議論が出てくると思いますが、私どものところは今回の経済産業省発

足に伴って、かつて通産省側にあった産業構造審議会の各技術分野別分科会、この機

能が今ＮＥＤＯにきています。現在ＮＥＤＯでは１２ないし、数えようによっては１

３の専門分科会を設置しております。これはかつての産技審の分科会に相当するもの

です。そこで大所高所から、どういう研究を今、ＮＥＤＯが取り上げるべきかという、

議論がなされ、そこである程度絞りをかけられたものが、その後ワークショップなど

の形で、多くの人達の意見を聞いて、それをさらに手直しし、必要なところを加え込

むなどをし、実施すべきプロジェクト案とします。そしてＮＥＤＯにおいてこれをい

かに具体的に進めるかの基本的な研究計画を作ります。それをまた専門分科会で評価

していただきます。そこまでが事前評価のプロセスなんです。したがって、私どもの

当委員会の議論もそこの分科会の議論に当然反映して参ります。そこでの選び方、目

のつけどころが、やはりもうちょっとこういう見方で選定したらいかがだったかとい

うふうにこれは活用されていくのではないかというふうに思っております。そういう

フィードバックする場はございます。 

（岸委員長）  それではフィードバック機構はあるということと、その事前評価と中間評価、これ

は一応ＮＥＤＯの場合は切ってあるということです。これは一長一短あると思うので

す。事前評価と同じだと、あなたの言うとおりやったのにというようなことになって

しまいますし、実施者から言いますと。ですから本当に一長一短はあるとは思います

が、ＮＥＤＯの立場は非常に可能だということです。 

 では今の続きということでまずは。 

（垣田委員）  どうもありがとうございます。よく分かりました。それで、その場合に、この場で

の評価がこのようにフィードバックされました、ということを、この場に報告してい

ただきたいと思います。 

（福水部長）  結構です。次の議題でちょっと入っているのですが、どうフィードバックするかと

いうことが入っていますので。 

（小柳委員）  先ほどから議論しているところがだんだんわからなくなってきて、この事前評価と

いうのですか、事業目的、当時の時代背景認識から見ての後なのだけれども、過去を

評価しているわけですね。そこで中間評価するのに過去を見て、過去を見たら今考え

るとあれは妥当ではなかったんですよというふうになった場合、中間評価でどのよう

に判断すればいいのかと。中間評価ということなものですから、私は現時点とそれか

ら将来を考えてこのプロジェクトはよろしいですよ、だめですよとこういう判断をす

るのかなと思ったのですが、過去のことにつきまして、過去の背景から見てこのプロ

ジェクトは採用すべきではなかったと、こういうふうになった場合にどういうことに

なるのだろうかと、内容についてですから、むしろフィードバックというよりは、情

報としてなかなか評価というのは難しくて、やはり当たらない方が多かったですよと

か、そういうデータとして使うのでしたらこれはいいのですが、それは本来このプロ

ジェクトをその時点で中間評価することとは関係ないことなんですよね。全く関係な

いこともないと思いますが、何かちょっとずれている感じがするんです。ですから中

間評価とか、あるいは事後評価のところの関係というのがよくわからないですね。 

 逆に例えば、過去を見てあれしたら、あのときはこの時代背景から見るとこのテー

マを採用したのは間違っていたと。だけども結果として今になってみたら非常によか

ったということもあるわけですね。ですから中間評価とか事後評価をどういう立場で、
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どういう観点で考えたらいいのか、これがありますとなかなかちょっとごちゃごちゃ

になってきている気はするんですが。 

（岸委員長）  ちょっとでは村上先生、先に。 

（村上委員）  民間企業の場合、その評価の目標というのはすごい明確で、例えば自分の会社の方

向性に合っているかということ、それから利益額をどのくらい伸ばすか、売上額をど

のぐらい伸ばすか、それから研究費の投入に対してその売上利益が本当に効率がいい

のかどうか、それから失敗したときどのぐらいリスクをかぶらなければいけないのか、

大体そんなようなことで評価するわけですけれども、そのＮＥＤＯさんの、何の目的

で評価するのかというのが全然わからないです。つまり、ＮＥＤＯさんが今までやっ

ていたやつで典型的な成功例と典型的な失敗例というのはどういうのがあるのかとい

うのを教えていただくと、非常にありがたいなと。例えば大滝さん、ベンチャーキャ

ピタルの社長をやって、私も実はベンチャーキャピタルの社長を先月までやっていた

のですけれども、ベンチャーキャピタルの社長の個々のプロジェクト、つまりベンチ

ャーとして投資すべきかどうかという評価をする基準と、それから住友電工の研究開

発をどのプロジェクトにやるかという評価基準は、やはりちょっと違うのです。何の

ために評価するかというのが明確にある程度イメージができないと、評価基準という

のはなかなかつくりにくいということがあります。 

（岸委員長）  この質問について何か。 

（福水部長）  この３ページの５．とか６．に、例えば中間評価をやっている場合に、このままプ

ロジェクトをやり続けていった場合に、こういう実用化とか事業化の見通しというの

はどうなるのだろうかと、波及効果というのはどうなるのだろうかと、あるいは今後

の展開、そういうものがどうなるのだろうかというふうなところがポイントになって

くると思います。その次のページにいきますと、成果の普及とか、そういうようなこ

とになっていて、ＮＥＤＯの売上高というのはないものですから、クリアカットな基

準というのはなかなかできないのですが、そういうところで主に判断していくという

ことになろうかと思いますけれども。 

（村上委員）  それはわかるのですが、例えば売上高がどのぐらい伸びるかとか、利益額がどのぐ

らい伸びるかというのは、よその会社と競争してということが入っているわけです。

例えばＮＥＤＯさんの場合は、そういうことを考慮に入れているかどうかというわけ

です。例えば、レドックスフロー電池というのを昔やっていたと思うのですけれど、

多分実用化できなくて、住友電工が今実用化している。それからシリコンカーバイト

の単結晶というのも多分ＮＥＤＯさんは相当お金を使っていたのではないかと思うの

ですが、今実際に日本で売り出しているのはシックスオンという京都のベンチャー、

京大と京都工業繊維大学が応援していますけれど、そのベンチャーが売り出している

んですよね。ですから、そういうほかとの競争条件がどうかというのは、すごい大切

なんです。 

（福水部長）  おっしゃるように今までＮＥＤＯでたくさん予算を使用していて、実用化がほかで

されているという、そういうのを中間評価で評価し、いやこのままＮＥＤＯでやって

も意味がないという話ならば、そこでやめてしまえばいいわけですから、そういうふ

うな無駄な投資をしなくて済むように評価をやっていきたいと。できるだけＮＥＤＯ

から生まれたというふうになってくれれば私どもは非常にハッピーなわけですが、ほ

かでできても全然構わないのですよ。そういう意味ではＮＥＤＯは競争していないの

ではなくて、ＮＥＤＯも競争の中でやっていっているというふうにご理解いただけた
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らありがたいと思います。現に、つい今年からやめたというプロジェクトもあるので

すが、それはほかで実用化されてしまったというのが一番わかりやすい話なので、そ

うなる前にこの委員会の方で、いや、これはこのままやったって、２年３年たったら

ひどいことになるぞという話があったら、それを早い段階で言っていただくというの

が、この委員会に非常に期待している、あるいは期待申し上げているところだと思う

のです。 

（村上委員）  その研究でお金をもらっている会社が一番よくわかっていて、本当はお金をもらっ

ている会社が、これはちょっとかないませんと、そういうことを言わせるべきなんで

す。 

（岸委員長）  今のはあれですか、それと最初の質問の成功例、失敗例を出せなどというと。 

（光川副理事長）実用化の例、成功例を１つ紹介します。私がＮＥＤＯへ来て５年たちますが、割と

来てすぐ取り上げたプロジェクトで、高性能工業炉の開発というのがあります。これ

はいろいろな炉を産業界では使っているのですが、これをある種の技術を使いますと、

炉の熱効率が３割よくなる。ＣＯ2 発生量もそれに比例して３割強減るというものが

できました。この技術は、まだ研究開発が続いているうちに、実用化導入促進のため

の助成事業につなぎました。そうしたらその制度に既に２００社以上が応募して、自

らの炉を効率的なものに変えられました。そういう形で、研究開発中の後期にもう既

に導入フェーズを迎えたというような成功事例もございます。 

 そのほか幾つかあろうかと思いますが、これはもう皆様方の評価を待ってから。 

（岸委員長）  ですから、実用化されれば問題ないのですけれど、そうでないとき今、村上委員が

言われたのは、１０人「よーい、ドン」で走ったら比較はできるのですけれど、一人

で走っているとき、この人が成功したのかどうかというのは、確かにわかりにくいの

です。基準がないのです。そういうところが国のリスクを負った研究というものの難

しさで、しかしリスクを負うというのはそういう部分があるのだろうなという気もす

るのですけれども。 

 そのほか、先に谷委員。 

（谷委員）   この評価委員会では、国際共同研究と言いますか、日本と諸外国とのそういう組み

合わせによる研究開発というのもあるわけで、そういう評価もその対象になるもので

はないかなというふうに思うのですが、そういう視点をもう少し明確にしていただい

たらどうかなというふうに思うのですけれども。３ページのところの７の（２）です

ね。そこに要素技術から見た成果の意義ということになって、かなり限定したような

感じに見えるのですが、その辺はいかがなのでしょうか。 

 例えば国際共同研究でもフィフティフィフティでやる場合もあるでしょうし、もう

ちょっと日本の技術を先方に技術移転をするというようなことも含めた研究開発とい

うのもあろうかと思うのですが、その辺何かコメントあればと思いまして。 

（福水部長）  今回、これも後で議論になりますが、今年は例えば２９プロジェクトあるわけです

が、その中には海外企業と一緒にやっているやつというのは、恐らくなかったかと思

います。全般的にはジェットエンジンだとか、そういう分野で一部、アメリカの会社

とかヨーロッパの会社が入っている例もあります。しかし、ほとんどの場合は、いつ

も谷先生にお世話になっている提案公募事業という、もうちょっと小さなプロジェク

トでは国際共同研究がありますが、一応それはここでの評価の対象ではないという格

好になっています。 

（丹羽委員）  先ほどの、２つあるのですが、評価の目的が明確ではないというようなご指摘があ
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ったのですが、実は私は非常に明確に資料３－１に書かれていると思うのです。資料

３－１の評価の目的は５つぐらい出ていて、最初は経済的・社会的ニーズから始まっ

てＮＥＤＯの自己改革の推進で終わっているところがあって、それでそれを民間企業

ではないものを評価するということが非常に重要で、民間企業でできるものは、民間

に任せるものは民間にせよというのが、資料３－２、今議論している資料の２ページ

目の一番上に、民間のみでは改善できないものであってと書いてありますので、民間

のやり方をそのまま適用するのは妥当とは思わないと思います。 

 それで、先ほど事前評価を当時の時代背景から見て議論するのはどうかというご議

論があったのですが、その●の３つ目にもっと重要なものがあって、実はこっちが重

要で、評価時点の時代背景から見てもどうだったか、これが中間評価はここがポイン

トで、多くの場合は、例えば３年前、５年前に計画された当時の状況から見れば大体

妥当であるけれども、３年、５年の時代背景から、時代の環境が変わったから、今の

中間評価の時点で見ると、それはむしろ変えた方がいいとか、その議論が出てきて、

そうするとそこでのフィードバックは何をフィードバックするかというと、なぜ事前

評価の時にはそれが気がつかなかったのだろうか。もしかしたらこういうやり方をす

れば、もしかしたら気がつく可能性があったかもしれないということをフィードバッ

クして、事前評価の在り方を変えさせてもらうというのが、例えば中間評価の委員会

として事前評価にフィードバックする一つのやり方だと思うのです。 

 それで、事前評価を評価するということは非常に重要で、それはむしろ中間評価の、

その時点から見てどうであったかというのが、議論を蒸し返すようですが、重要だと

思います。 

 それで、もう一つ最後なのですが、一番上の大目的、ＮＥＤＯの事業としての妥当

性のところで私は欠けているのが一つあると思うのは、ＮＥＤＯの事業というのは、

先ほどのご説明では経済産業省が大きな方針を決めて、それを実施するという話でし

たね。そうするとその方針に合っているかどうなのかということなのですが、それを

注意深く見ると、（１）の最初の●の下の方には、特定の研究開発制度に属する事業

については、当該制度の趣旨、目的への適合性を問うと書いてあるのですが、その上

に書いてあることはかなり一般的で、この上に書いてあることが何％か何かわからな

いですけれども、特定のものに属さない事業というのがもしあるとすれば、そういう

プロジェクトに関しても経済産業省のある政策方針に合っているかどうかをまず評価

して、その次に、なおかつそれでもこういうような一般的な話があるかということを

すべきで、それが抜けていると思います。私は過去に評価委員の経験をしたのですが、

一番よく議論されるのは、いい研究なんだけれど、何で国がするのかということなん

です。民間企業もできるかもしれないし、もしかするともっとよくできるかもしれな

いという議論があって、だから研究そのものが良いか悪いかではなくて、ＮＥＤＯが

する必要があるのかがポイントなのだとすると、ここのところに経済産業省の下の階

層構造を是認するとすれば、経済産業省の大方針に合っているかどうかをここに入れ

るべきだと思います。 

（岸委員長）  ありがとうございます。一番の大もとのところがちゃんと記述されているかどうか

というご指摘です。あとは今の議論、多分まとめますと、やはり評価した時点での成

果というか、視点が最も重要で、そこから事前評価への戻り方みたいなところで少し

ご意見があるような気がします。それから、戻り方が技術として戻るのか、事前評価

体制まで入れた、そういうものまで戻るのかというようなところも少しあるかなとい
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う気がしますが、いろいろなご指摘でやはりそのときの評価の時代背景、認識から見

てもと、ここは非常にここにきっちり書かれているので、これをもとに上の１．の２．

の上の方までについて、若干の修正というか、考え直しが必要だと思いますので、私

とあとは事務局の方で少し原案をまとめさせていただきたいと思います。 

 ということで、大体の評価項目、評価基準、それから評価点についてご議論いただ

いたのですが、評価点についてまだ何かお気づきの点、少し付け加えたい点がござい

ましたら。 

（大西委員）  稲田先生からもお話ありましたけれども、私も社内でいろいろな評価をやっていて、

５段階法から３段階法にしたら、やはりますます集中するというのが実際で、決めて

なくても評価者はやむを得ず０．５を付けてくるということで、だんだん結局は、私

もいろいろなものを実際に社内展開した中では、５から１０にいくという方がみんな

がやりやすいというふうになりますし、５段階でやると０．５をつくってしまって結

局１０段階になってくる、そのくらいになるとかなり正確な評価ができるという感じ

を持っていますので。稲田先生の言われたご意見に賛成でございます。 

（福水部長）  私ども事務局は、役所で１から５まででやっているのですが、先ほどご説明したよ

うに、３～４にみんなきていると。この数字を見て一体どうすればいいのだと、これ

を受け取った方は「こんなの意味があるのか」というのが私の考えです。我々として

は評価を受け取った後には、例えば計画を変えてしまうとか、方向を変えるとか、そ

ういう行動を取るのか、このままでいいのかの２つしかないわけですね。その２つを

する時に３．５だとか４点だと言われた時に、では一体どっちなんだと。もう少し明

快な評価というのがあってもいいんじゃないかというのが、私個人に近くなるかもわ

かりませんが、そういう感じがあって、そういう意味でまさにここに試行しと書いて

ありますように、１と２でもいいのかなという気もしたり、１・３・５でいいのかな、

あるいはさっきの１～１０までと、いろいろな考えがあるのです。いずれにしても評

価をする目的はその結果をどこかに反映、何かを戻していくということだろうと思う

ので、アクションしやすいようなやつをぜひ、そういう評価に持っていきたいなとい

うのが私の考えなのです。ここの点数の方法については、非常にフレキシブルでどの

ような形になってもというか……。 

（岸委員長）  ありがとうございます。定量評価の難しさはもう十分認識しています。でも何かや

らなければならない、やってみたい。それでまだ模索中であるということを配慮いた

だきまして、これもまたとりあえず今期これでいきたいという、一つ原案をつくりた

いと思いますので、問題を抱えているのは十分わかりながらも、ひとつその定量評価

にいくという道筋をご理解いただければなと思いますが、よろしいでしょうか。何か

もしあれなら。 

（平澤委員）  委員長の結論で私はいいと思うのですが、１と３と５の意味を、点数ではなくて１

はやめた方がいいと……。 

（岸委員長）  いや、変えた方がいい……。 

（平澤委員）  変えるか減らすか、要するにマイナスの方向ですね。３はこのままでいいだろうと。

５はむしろ増やした方がいいという、そういう意味だというふうに理解して、これは

中間・事後ですから、そう細かくは評点できないというふうなことを考えれば、今の

３段階ぐらいのスケールになっているのだというふうに理解して点を付けるというふ

うにするというのも一つの案だろうというふうに思います。 

（岸委員長）  ありがとうございました。それでは評価項目、評価基準について、本日ご欠席の委
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員を含めて、書面に今の議論を含めてここに書面でぜひご意見をいただいて、一応今

回、進むべき方向を定めたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それから評点法については、ぜひ次回にも議論をまた継続したいと思いますので、

これもよろしくお願いしたいと思います。当面の評価については、本日の議論を踏ま

えて今回の案に沿って進めていきたいと思いますが、よろしくお願いしたいと思う次

第です。 

 それではそういうことでひとつアンケートをよろしくお願いするということと、ま

だ次回にもこれについては検討をするということでお願いしたいと思います。 

 それでは次の議題に移りたいと思うのですが、分科会の設置について事務局から説

明をお願いしたいと思います。 

（坊田課長）  資料４でご説明申し上げます。 

 分科会の設置について、３点ございます。評価の手順につきまして、被評価プロジ

ェクト毎に技術評価分科会を設置し、評価書の案を策定する。分科会にて策定の評価

書の案を本委員会、技術評価委員会にて審議しとりまとめるという、いわゆる分科会

方式で評価をすることをご提案申し上げます。 

 ２番目としまして、予め評価が予定されているプロジェクトを後ほど一覧表でご紹

介申し上げます。ＮＥＤＯにて評価が予定されておりますもの２９件ございます。 

 ３番目でございますが、予め評価が予定されておりますプロジェクトは、プロジェ

クトの基本計画で評価時期が平成１３年というふうになっておるものでございますが、

それ以外のプロジェクトにおきまして、プロジェクトに係ります技術動向、政策動向

が変動したもの、例えば大きな発明があったとか、あるいは政策の状況が変わったか

らプロジェクトの価値が上がった、下がったとかというものにつきまして、ＮＥＤＯ

が臨時の技術評価実施を必要と認めるプロジェクトがある場合は、迅速な評価開始を

可能とするため、技術評価委員会委員長、岸委員長のご了承を得た上で、当該プロジ

ェクトに係る技術評価分科会を設置できるものとするということをご了解いただけれ

ばうれしいと思います。すなわち、本委員会は数カ月ごとでございますので、迅速な

立ち上げをしたいという意味でございます。ＮＥＤＯは次回、直近に開催される本委

員会におきまして、当該分科会設置の趣旨を説明させていただきます。 

 それでは図表を使いまして簡単に１．２．をご説明させていただきたいと思います。

２ページでございます。分科会方式によりまして評価書案を策定するというものでご

ざいます。ＮＥＤＯという囲みがございまして、本委員会、技術評価委員会がござい

ます。この場が親委員会でございます。プロジェクトごとに分科会を設置いたしまし

て、評価書案をご審議、お作りいただきまして、本委員会で審議・決定するという方

式の案でございます。 

 次に３ページでございますが、分科会の最も順調なケースのスケジュールのご紹介

でございます。それでも２０週間、５カ月程度かかろうかと思います。分科会の委員

の先生をご就任をお願いしてから、約１０週間後に第１回の会議をやります。第１回

の会議は事前に資料を作成しまして、その資料を分科会の委員の先生に配付しまして、

論点を挙げていただきます。第１回目の分科会終了後に評価のコメントをいただき、

評価書案をとりまとめさせていただき、またその評価書案を分科会の先生方に見てい

ただき、ご修正をいただきます。第１回目の分科会から９週間後、２カ月強後に第２

回目の分科会が開催でき、５カ月で評価書が完成するというのが最も順調なパターン

かと思います。分科会の回数が、技術が多岐にわたるとか等で分科会の数が増えます
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と、これより延びるものと思います。 

 次に、平成１３年度に行います評価対象事業の一覧でございます。４ページが本委

員会、ＮＥＤＯが事務局となりまして評価を実施するプロジェクト２９件でございま

す。種類、右の方にありますのは事後評価と中間評価でございまして、今回は中間評

価の比率が非常に高うございます。内容はもうＮＥＤＯの事業、さまざまでございま

すので、エネルギーから産業技術、あるいは医療福祉まで多岐にわたるものでござい

ます。 

 なお、本年度はＮＥＤＯの評価初めでございますから、経済産業省と分担して評価

の実施をしております。実は、ＮＥＤＯ事業で本年度評価がかかるものは５７プロジ

ェクトございまして、うち４ページの２９プロジェクトがＮＥＤＯ事務局で実施する

ものでございます。５ページの２８件につきましては、引き続き昨年同様、経済産業

省の方で事務局となり評価いたしますが、数年、２、３年後にはＮＥＤＯ事業は本委

員会、ＮＥＤＯ事務局で大部分を実施することになる見込みでございます。 

 以上でございます。 

（岸委員長）  何かご質問等ございましたら、どうぞ。要するに評価の業務の流れですね、各分科

会があって、その上に我々が全体の親委員会として行うということと、時間的な作業

の流れ、５カ月かかるというので大変なことだと思います。 

（丹羽委員）  質問なのですが、事後評価の時期なのですが、プロジェクトがよく１期、２期とい

うか、継続という話がありますね。この場合、ここで行われる事後評価というのは、

その継続をすべきかどうかの議論する段階より前なのでしょうか、後なのでしょうか。

厳密にプロジェクトが終わった時点で事後評価する、例えば５年のプロジェクトがあ

って、５年が終わって事後評価をしたときに、これはもうやめるべきだとなっていて

も、実はその１年ぐらい前から継続すべきかどうかという議論があって、今までは通

産省の場合は、１年ちょっと前の事後評価の前にもう一つあって、そこで継続すべき

かどうかの議論をしたのですが、ここで行われる事後評価は、質問なのですが、継続

の決定の話とここで行われる事後評価のタイミングはどうなっているのでしょうか。 

（坊田課長）  プロジェクトの終了以降でございます。継続の判断ではございません。 

（丹羽委員）  あるプロジェクトを５年で、似たようなプロジェクトを継続しようという場合もあ

り得ますよね。 

（坊田課長）  はい。 

（丹羽委員）  例えば、これは事後評価をして、もうこれはやめろというふうになっても、実は継

続していたということはあり得るわけですね。 

（福水部長）  今、ＮＥＤＯの今後の方針として、１期、２期とか、安易にそういうプロジェクト

はもう作らないというふうに今考えています。そういう意味では、５年で明確な事後

評価を終わって、そこで更にやる必要があると、明確にならない限り、１期５年終わ

ったから、次にまた５年やるというふうなことはやっていかないでおこうというよう

な方針で今ＮＥＤＯは進んでいます。そういう意味では、事前にそういうしかるべき

評価がされた後で、２期、本当に必要なら２期にいくとかというふうな格好になって

きます。 

（丹羽委員）  確認ですが、事後評価で合格点になったものについては、もしかしたら継続がある

かもしれないけれども、事後評価の結果を待って、継続という言葉はよくないかもし

れませんが、名前だけ新規になって実際は継続ということがあり得るので、実質的な

継続はないということで考えてよろしいのですね。そこ、非常に重要な点だと思うん
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ですよ。 

（坊田課長）  プレ最終評価ということで、以前は継続審査的な評価が実施されておりましたが、

今は実施されておりません。終わった後と中間のみでございます。 

（光川副理事長）これまでの研究開発では、どうしても取りかかった研究が２期、３期と、ずるずる

とつながっていってしまうという心配がありました。これは弊害が大きいということ

で、当該研究開発が非常に優れておって、さらに新たな展開にいこうとしたら、一た

ん切って新しいプロジェクトを構築する形で展開しようという考えです。いわゆる後

継玉ありきといった形で、じっとしていればまた研究費が当然もらえるというような

形は認めません。むしろ必要なら別途新たに取りに行くということで対応していただ

くということになろうかと思います。 

（岸委員長）  今後５年ぐらいが一つの基準ですか。でもテーマによって、これをやるなら１０年

というのもありますけれど、そういう場合も含んでいるのですか。 

（光川副理事長）やるのなら１０年というものがあらかじめあれば、それは１０年で当初から計画し

ていただくということで結構だと思います。 

（岸委員長）  そうすると今、最も心配な安易な一次から二次というか、そちらはもう基本的には

切ると…。 

（坊田課長）  経済省の方でちょっとどのぐらいかというのがご説明間違えておりまして、例えば

経済省で５年プロジェクトがありますと、いわゆる後継はするかどうかという場合に

は、４年目に中間評価をして、そこで議論をするというのが経済省の仕組みでござい

ます。ですから、プレ最終という言葉はなくなりましたけれど、中間評価でその後の

ことを検討するということでございます。 

（丹羽委員）  ここで中間は何年目なのですか。５年計画の４年目なのですか、我々は。 

（坊田課長）  ３年目です。通常３年目です。 

（丹羽委員）  微妙な点ですね、後継の議論ができない。３年終わったぐらいですね。 

（福水部長）  そうです。３年終わったぐらいでやろうというのが標準ですが、例えばバイオなん

かは非常に動きが激しいと２年目でやるとか、そこはプロジェクトの性格によって臨

機応変にすべきと考えていますけれども。 

（岸委員長）  今までは確かに安易な継続が多かったという反省は十分あるのではないかと思いま

すが、ほかどうぞ。 

（稲田委員）  この中に含まれるかどうかは知らないけれど、去年か今年ぐらいから、何か医療関

係は厚生科研と連動という格好できていますよね。そうするとそれぞれで評価をする

のか、ある程度一緒にするのか。つまり厚労省側と経産省側とで違う評価になってし

まう、そういう可能性がありますよね。その辺はどのような善後策を・・・。 

（福水部長）  例えばマッチングは大体厚生省といろいろやっているわけですが、例えば採択する

ときは、厚生とＮＥＤＯとの合同委員会をつくって、そこで事前評価してテーマを決

めているというような形式があります。厚生省の厚生科研費は、結構評価をおやりに

なるらしくて……。 

（稲田委員）  厚労省は事前評価はやりますけれども、中間評価は必ずしも全部のプロジェクトに

ついてやっているわけではなくて、選択してやったりするが、事後評価は一応やると

いっています。私が質問したのは、何かその同じ範疇に属するプロジェクトで、こち

らは勝手にやり、厚労省側が経産省側とは別にまた勝手にやり、バラバラになってし

まった場合、それはどうなるのだということです。 

（福水部長）  事前を一緒にやっていますので、評価の方も、まだここははっきり決まっているわ
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けではないのですが、そういう方向でやれるように厚生省さんとも相談してやってい

きたいとは思います。確かにバラバラでやったって二度手間になりますし、ベクトル

が違うと面倒なことになりますので、そうしたいと思います。 

（冨田委員）  一つだけ戻るのですみませんですけれども、先ほどおっしゃられた１０年のものだ

ったら１０年で出せばいいと、それから５年のものでさらに続けるような傾向が見ら

れるものがあったら４年でやりますと、評価をやって、さらに進めるかどうか決める

というような意味に聞き取れたのですけれども、それで合っていますか。 

（福水部長）  一般的には３年で中間評価をやって、５年終わった段階で事後評価をやります。し

たがって、安易に１期終わったから２期にそのままつながるというようなことはない

ようにしていきたいというのが……。 

（冨田委員）  それは理解できましたが、先ほどおっしゃられた４年というのはどういう意味です

か。 

（福水部長）  先ほどのやつは、通産省が技術評価というのは別途やっておられますので、通産省

での評価はそういうスタイルでおやりになっているという趣旨でございます。 

（冨田委員）  その辺はどのようにして決めるのですか。３年でやるのか、４年でやるのか、ある

いは最初から１０年でやるのかと。それは当該申請、あるいは当該計画がどうである

かということでお決めになるのですか。 

（光川副理事長）研究開発の性格からして、例えば地球環境問題での対応策を検討していくといった

ような、ちょっと息の長いものは、もちろん経済産業省の政策ニーズから出てくる研

究開発玉としてもあるわけです。そういうものは経済省の判断も含めて、これは途中

でいちいち５年で切ってもう一度スタートするのではなくて、１０年とか８年とかと

いう長期の計画をつくって、それで進めていくことになるでしょう。その場合は中間

評価というのは３年目なのか、４年目になるか、何年目になるか、それはいろいろあ

るかもしれませんが、数年ごとに評価をして見直しながら方向づけをし直していくと

いうことです。 

 研究開発期間は一応５年ぐらいを目途に無駄な研究をしないように、成果が上がる

ように設定はしますけれども、研究の性格によって、３年のものもあれば８年のもの

もある、１０年のものもありえます。 

 それから、中間評価の時期につきましては、ＮＥＤＯは日々プロジェクトを見てい

る主体でございます。身近にプロジェクトを見ているという立場から、より適切なタ

イミングを決めうると思っています。中間評価にかけるときは、日々のマネージメン

トを通じて相当程度実態がわかっています。したがいまして、実際に見ている立場の

強みというか、その利点を使って、このプロジェクトはなかなか思うようにいかない

ぞというのは、わかるわけです。そういう中からプロジェクトによっては予定されて

いる評価時期をくり上げて評価を実施し、方向転換を図っていくということも考えて

います。 

（冨田委員）  それで、経済産業省にこうやって確認するのは大変まずいことなのかもしれないの

ですが、独立行政法人というのは５年というのが一応なっていますね、いわゆる目標

が。それと先ほどおっしゃられた１０年という言葉とは矛盾しないのですね。 

（光川副理事長）私どもが研究をお願いしているのは主に民間でございます。民間コンソーシアムで

ございます。その中に必要あらば、独立行政法人も加わってくるという形態もありえ

ますが、一般的には独立行政法人が自らの研究費で研究を展開いたします。従いまし

て、その期間とＮＥＤＯのプロジェクトの研究期間とは直接には関係しておりません。  
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（岸委員長）  よろしいでしょうか。独立行政法人というのは、ＮＥＤＯとは全く別のものです。

それともっと今のご意見で、経済産業省とＮＥＤＯもすべて一致しているわけではな

いというところの理解も大事なのではないかと、インディペンデント・エージェンシ

ーだということなんです。 

（冨田委員）  それを確認したかったわけです。 

（岸委員長）  わかりました。ありがとうございます。そういうことで大体分科会の設置、それか

ら臨時で技術評価実施の時に、私の了承を得た上で分科会をすぐつくるという点も含

めて、ご了承いただいてよろしいでしょうか。 

 それではありがとうございました。そういうことで分科会の設置については、これ

で一段落ということで、最後になると思いますが、評価結果の取扱いについて事務局

よりお願いします。 

（坊田課長）  資料５、技術評価結果の取扱いについてをご説明申し上げます。 

 趣旨でございますが、技術評価におきましては、評価結果が政策立案、被評価事業

等の資源配分、事業計画等に適切に反映されることが重要でございます。したがいま

して、ＮＥＤＯにおきましてはそのような反映の仕組みを整備することといたしまし

たので、ご報告申し上げます。 

 まず基本的な考え方ですが、適切な反映の意味として以下のように考えております。

すなわち評価結果に応じまして、被評価プロジェクトの改廃等が適切になされること

は当然、もとよりでございますが、政策サイクル、Ｐｌａｎ→Ｄｏ→Ｓｅｅのサイク

ルの中で、評価結果がＰｌａｎ、Ｄｏに広く適切に反映される学習する組織が機能す

ることが重要と考えております。 

 恐れ入りますが３ページのＡ３版を広げていただけますでしょうか。傍聴の方はＡ

４の縮小版でございます。Ｐｌａｎ→Ｄｏ→Ｓｅｅの政策サイクルはもうご紹介する

までもないわけでございますが、ＮＥＤＯは従来はＤｏの部分が強かったわけでござ

いますが、本日最初の副理事長からご挨拶の時にご紹介させていただきました企画機

能というのが最近とみに増えております。さらに今般、評価、Ｓｅｅの機能が加わり

まして、このＳｅｅの結果をＰｌａｎ、あるいはＰｌａｎを通してＤｏにいかに反映

させるかというところが最大のＮＥＤＯとしての課題ポイントと考えておるところで

ございます。 

 では恐縮ですが、１ページに戻っていただけますでしょうか。すなわち具体的な反

映の形としましては、２．の（２）にございますように、①の被評価事業の研究内容

等への反映もございますが、予算配分等への反映、それから技術政策への反映、それ

が被評価事業以外の他の研究への反映、すなわち教訓の導き出し、あるいは国民一般

に対する事業の理解等というような反映先があると考えております。 

 具体的な反映の方法でございますが、１ページから２ページに移りまして、まず評

価書の策定時につきましては、例えば反映を行いやすい評価書の策定に努める。例え

ば評価書の量としまして、例えばポイントは５ページ程度に簡潔に記載する。もちろ

ん別添として資料がたくさんあるのは構わないと思いますが、簡潔に記載する。ある

いは評価書には狭い意味の評価のみならず、今後どうすればいいのか、当該プロジェ

クトあるいは当該プロジェクト以外にもどういう教訓があるというような提言も含め

てご議論をいただければ幸いかと思います。 

 次に評価書の策定後でございますが、評価結果からどのようなことが教訓が読み取

れるかというのをＮＥＤＯ内のＰｌａｎ、Ｄｏ、Ｓｅｅの３セクターで、詳細に検討
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をさせていただきまして、具体的な反映の検討及び反映の決定をさせていただきたい

と考えております。具体的には、恐縮ですが４ページをお開けいただけますでしょう

か。評価の流れとプロジェクトの流れとございます。プロジェクトの流れにございま

す１から１２までは、いわゆる１月、２月でございまして、役所の予算要求に従いま

して、新しい政策の議論でございますとか、予算の要求というものがＮＥＤＯとＭＥ

ＴＩ、経済省の間でやりとりしながら行われるわけでございます。本年は評価開始が

初年度ということで遅れておるのですが、平年度につきましては、上にございます評

価の流れのようなスケジュール、すなわち１月あたりから中間評価案件の評価を開始

しまして、６月ないし７月の予算とか、次年度事業の内容を、議論が煮詰まる時期に

中間評価の結果を出していただければというふうに考えております。その結果を次年

度事業方針の取りまとめでございますとか、あるいは経済省に対します予算要求の検

討要望というのに反映させていきたいと。また、年度の後半は事後評価を行いまして、

制度などにつながります、いわゆる政策、次年度の新政策につながるものは中間・事

後のそれぞれの成果を、次年度の政策の方向の議論につなげていきたい。また経済省

への提言でありますとか、経済省との議論に反映させていきたいというものでござい

ます。 

 それでは恐縮でございます、２ページにお戻りいただけますでしょうか。２ページ

の（２）が今説明しましたところでございまして、ＮＥＤＯ内では開発計画検討会と

申します理事長を含みます、トップを含んだ検討会で評価の反映につきましていろい

ろ検討いたしまして、プロジェクトの基本計画の変更ですとか、次年度の予算の大幅

変更等、必要なものは当該開発計画検討会で実施したいと考えております。それから

③でございますが、反映状況等の報告等、技術評価部、今、課でございますが、本年、

技術評価はＮＥＤＯ内で部になりますが、技術評価部は評価結果と評価結果の反映状

況をとりまとめて、ＮＥＤＯ内理事会、部室長会議、及びその反映状況を本会議、技

術評価委員会にご報告申し上げたいと思います。ですから次回の技術評価委員会では

まだ評価案件のご審議ということをお願いすると思いますが、次々回の第３回からは、

第２回にお決めいただきました評価案件の反映状況という項目を付け加えさせていた

だけることになろうかと思います。 

 以上でございます。 

（岸委員長）  ありがとうございました。それではどうぞ、何か質問、ご意見、コメント等ありま

したら。技術評価結果の取扱い、本当にお願いした評価をどう反映させていくかとい

うことをまとめたものです。 

（丹羽委員）  先ほど垣田委員が重要な点をご指摘された、我々の評価結果がどのようにＮＥＤＯ

で反映されたかの報告をして欲しいというところが、③反映状況を報告すると書いて

あるのですが、大きな表の４ページの表では、その矢印のこれを回答するのですが、

反映の矢印は評価委員会からプロジェクトの方に、ＮＥＤＯの方に反映させるばかり

で、その反映された結果を我々の評価の方にもう一度ちゃんと報告するという矢印を

ちゃんと加えて、その報告書の名前がどういう報告書であるか、フォーマットを決め

ていただきたいと思います。これはきちっとしないと、一生懸命時間をかけてやって

もほとんど無駄な作業になってしまうと思います。 

（岸委員長）  ありがとうございます。これは重要なご指摘だと思います。やりっ放し、何も生き

てないと、これはつまらないですね。 

（平澤委員）  先ほどから、まだ混乱しながらいろいろ伺っているのですが、プログラムとプロジ



 25

ェクトは、明らかにこれは違う話なので、ここで議論しているのはそのプロジェクト

の評価のフィードバックの方法というようなふうにしてご説明があったわけですが、

内容的に見るとプログラムとしての妥当性、つまり募集する枠組みがいいかどうかと

いう、そういうことも含めてフィードバックするような、そういうふうにも受け取れ

るのですけれども。この辺がやはりかなり次元の違う話になるだろうと思うのです。

個別の玉だけを個別に中間・事後評価をするというのと、それら全体をまとめて今走

っているプログラムという、そういう仕掛けを評価するというのとではかなり違うわ

けです。通常は仕掛けの方を評価するというのでもって見直しを図るわけで、ですか

らそういう部分がどうなっているのかというのが一つと、それからもう一つは、その

プログラムに基づかないプロジェクトというのもあるわけです。ごろっとした一つの

課題が、プログラムに基づかないでそのまま採択されていくというようなケース。こ

の場合のプロジェクト評価というのは、プログラムに基づいて展開されているプロジ

ェクトを評価するのとは、かなり意味合いが違ってきていて、プログラムに基づいて

いる場合には、そのプログラムの枠組みに照らしてどうかということを判断すればい

いわけで、比較的楽なわけですけれども、それに基づいていない場合には、そもそも

ごろっとしたテーマ自身が政策的に妥当かどうかというプログラム自体を評価すると

いうことと同じことをプロジェクトレベルでやらなくてはいけないということになる

わけです。だから、反映のさせ方の時も含めてなのですけれども、ここのところをも

う少し分離しておやりになった方がいいのではないかなという。 

 それで、ここにある、今ＮＥＤＯで走っている中にそういうプログラムに基づいて

いるプロジェクトが記載されているとこと、ごろっとしたプロジェクトをそのまま書

いてあるというのとが、混在しているのではないかなというふうに思うのですけれど

も。 

（福水部長）  おっしゃるとおりで、ご存じのようにプログラムというのは今年度から、正確には

前年度の補正予算から５本のプログラムが、経済省で作られて……。 

（平澤委員）  だからそれは、経済省のプログラムの定義自身はちょっと特異な定義を含んでいる

のだけれども、もっと一般的に言って、こういう研究開発玉を管理するやり方として、

例えば地域コンソーシアムのようにある制度を決めて、それで毎年１０前後の玉を選

んでいくと、こういうのが典型的なプログラムに基づくプロジェクトの展開というこ

とになるのです。だけれども、地域コンソーシアムというのは、そういう個別のプロ

ジェクトを評価していくと、設定の仕方がそもそもいいのかというあたりが本当は問

題なのですよ、政策の方向として。それで、それをこの委員会でやるのかやらないの

か、やるのだったらどうフィードバックしていくのかと、そういう面が核になるべき

だろうと思うのですけれど。 

（福水部長）  経済省と動いているのですが、プログラムという概念は一応今年度から始まりまし

た。それから分科会は１プロジェクト１分科会ではなくて、似たようなプロジェクト

は同じ分科会で議論するという予定になっています。そういう意味で、先ほど２９プ

ロジェクトを今年やっていただくということを言いましたが、実際にできる分科会は

２１ということで、例えば医療分野は何件か大括り化して、同じところでご議論して

いただくというようなことを考えています。そういう意味で平澤先生のところにも少

しは合うかなという気がするのですが。いずれにしましても、３年ぐらいたっていけ

ば、プログラム自身との関係が非常に強くなっていきますので、それまでにＮＥＤＯ、

きょうからキックオフしたわけですが、さっきの評点法、評価項目初め、それまでに
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そういうところをしっかりしていきたいなというふうに思っております。 

（光川副理事長）今、先生がおっしゃったプログラムとして、例えば地域コンソーシアムプログラム

のようなものをどう扱うのかということかと思いますが、この委員会では地域コンソ

ーシアムのような、ある制度のもとに幾つか複数のテーマを募集し評価して、どれか

を採択してそれを推進していくというようなものは、この場では対象にいたしません。

それは別途、評価のスキームがございますので、それぞれの制度を持っておる部室が

独自にそれをその先生方にご相談して評価していくというスタイルになります。補助

金とか、それからグラントとか、そういうものはそちら側でやります。ここはあくま

で、いわゆるかつて通産省がやっていたナショプロです。そういうようなものをどう

評価するかという場でございます。 

（平澤委員）  わかりました。そうするとこういうことですね。要するに独立に打ち出している、

独立した玉を個別に評価するという、こういうことですね。 

（岸委員長）  グラントと出資金は別ですね。そのど真ん中の産技のプロジェクトですけれど、去

年からプログラムというのが大幅に、もう大分入り込んだのですか。 

（平澤委員）  この評価のコストの関係から考えると、そのごろっとした玉は、評価コストが物す

ごくかかって、個別に位置づけから議論を始めなければいけないという。だからなる

べくまとまりのある仕掛けにまとめていくという、そういうことはやはり評価コスト

の面からも非常に重要になるだろうと思いますね。 

 これは別の意味で１点、例えばドイツは全部もうすべてプログラム化されて、この

プログラムの定義は、経済産業省と違う点があるのだけれども、しかしそういうふう

に政策目標を非常に明確に決めた上で、個別の玉を持っているという、だからこそう

まく評価できるような体制に入っていけるのであって、だからごろっとしたのはなる

べくもうやめようよという、私の別の次元での提案です。 

（岸委員長）  ありがとうございます。それは今の経済産業省の進む方向と一致しているのですね、

先生のご意見は、全体をプログラムでまとめると。イニシアチブにしようという話は

まだ進んでないのですか。 

（福水部長）  まだはっきり見えてないですね。もっとも総合科学技術会議での４分野とかは、非

常に大きなイニシアチブのような格好になってきました。 

（岸委員長）  ほかどうぞ、何なりと。 

（垣田委員）  ただいまの資料５の１ページ目のちょうど２の基本的考え方の（２）評価結果の反

映先のところについて質問があります。研究開発というのはテーマも重要ですけれど

も、研究開発の進め方、あるいは仕組みによって成果が大きく変わってきます。研究

開発の進め方については、この③技術政策の企画立案機関による利用に含まれると考

えていいのですか。組合方式でやった方が良いかどうかの進め方の議論はここに入り

ますというのであれば良いですが、入らないのであれば運営体制の在り方へフィード

バックされるように明確にすべきではないかと思うのですけれど。 

（岸委員長）  近いのは③ですけれどもね。 

（坊田課長）  組合制度をつくるとか、そういう制度自体についてはご指摘のとおり③でございま

す。また、すみません、番号を間違えております①②③②になっておりますけれど、

４番目、失礼しました。４番目の②でございますが、これが被評価プロジェクト以外

のプロジェクトに対する教訓、インプリケーションでございまして、他のプロジェク

トの評価を見てその進め方の良いところ、悪いところを自分の方に吸収するという意

味で、この④がございます。 
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 ですから制度は③、個々のプロジェクトでは④という位置づけでございます。 

（岸委員長）  ほかはよろしい、何か意見ございましたら。 

（村上委員）  評価結果の取扱いではないのですけれども、やはりＮＥＤＯさんのやっているプロ

ジェクトというのはかなり基礎的で研究的なやつが多いと思いますので、そうすると

例えば受託した民間企業が本当にどのぐらいやる気があるのかとか、それからどのぐ

らい優秀な研究者を出しているのかというので、ものすごく効いてくると思うのです。

それをちゃんと見分ける方法があるのかどうか。多分大滝さんのところもそうだと思

います。それに物すごい気を遣うのです、我々ベンチャーに投資する時。一つの提案

みたいなのですけれど、例えば会社がやる気があるかどうかを判断するときに、３年

間ぐらいやってみて、その補助率をぽんと減らしてしまうのです。それでもやる気が

あるかというのが一つのメジャーではないかと。それから優秀な参加者を出している

かどうかというのを、参加者の研究者が同期で何番目にあるのかと、そういうのを人

事から出してもらうと。多分、変な話ですけれど、下の方ばかり出しているのではな

いかと思うんです。 

（岸委員長）  非常にこれは、本当は気になる大事な話なのですが、何かこれについてのお答えが。  

（福水部長）  我々もおっしゃるようにやりたいと思っているのですが、その方策をどうするかと

いうのは一番難しいところで、例えば村上さんの会社に出してくれと言った時に、本

当にお出しになるのでしょうか。 

（村上委員）  出すんじゃないですか。本当にお金をもらう気だったら。それではかれると思いま

すけれど、ある程度。 

（福水部長）  例えば実用化補助金とか、個別の会社に出しているものは、例えば１年度目から２

年度目にかけて補助率を変えようとか、そういう議論は今しているところなのですが、

今日時点で、今後やっていこうというのは、みんな１００％なんですよね。最後まで

１００％になっていますので、そういう意味ではさっきの補助率を変えてチェックし

てみるとかは、今現在は取り入れられていないというのが現状です。何かそういうう

まい知恵があれば活用したいなというのが、我々事務局の切なる願いなのですけれど

も、今のところいいのが見つかっていないというのが実態でございます。 

（岸委員長）  １００％だけれど十分出ているというわけでもないのですよね。そこが難しいとこ

ろですね。 

（福水部長）  会社によっては３分の２ぐらいしか取れないとおっしゃる会社もおありになります。  

（岸委員長）  そこはひとつ、国のプロジェクトというまた理解の仕方もあるのだとは思っていま

す。 

 どうもよろしいでしょうか。それでは大体時間も少し押してきたのですが、この辺

で評価の取扱いを、その後はその他ということで、次回日程等を事務連絡、ひとつよ

ろしくお願いします。 

（坊田課長）  次回以降は分科会で策定されます個々のプロジェクトの評価書案のご審議をいただ

きます。本年度の評価案件は２９件の予定であり、半数程度の評価書案ができた時点

にて、次回委員会を開催させていただきたいと考えております。時期は冬ごろと見込

んでおりまして、具体的日時は後日ご相談させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

（岸委員長）  何か今日ご出席でまだひとつご意見等ありましたら、どうぞ最後に。 

（丹羽委員）  その次回委員会の評価報告書を評価するときの指針とか、どういう立場とか、そう

いうのが明確でないと思うのですが、それは単純に言えば、その評価報告書が不真面
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目だともっとちゃんとやれというようなことを言うのですか。それはどういう立場で、

それこそそれの評価の指針みたいなものが必要だと思うのですが、それはどうなって

いるのでしょうか。 

（岸委員長）  次回どんな資料が出て、どんな立場でどういうようにやればいいのか。 

（丹羽委員）  我々が十幾つかの評価報告書を並べて○×と簡単に、変な話ですけれど、言うのか

な。何か評価の軸があって、相対評価して、十幾つの評価報告書のうち、例えば３分

の１は、初めから悪い３分の１を明確にしてそれは書き直してもらうというふうにす

るのか、ある種の絶対基準で何をするのかと。単なるお祭りの委員会なのか、その辺

の指針をいただければと思いますけれども。 

（福水部長）  残念ながら今、準備できてないので、それは親委員会が開かれるまでに皆さんとご

議論して作らせていただきたい、うちの方で準備したいというふうに考えています。

とりあえず８月末までに具体的な個別の評価をする項目についてまずセットして、そ

の後、分科会の動きを見ながらまたいろいろご意見をお聞きして、この親委員会での

指針のようなものをまとめていきたいと思っていますので、ご相談した際にはよろし

くお願いしたいと思います。 

（岸委員長）  それではありがとうございました。ほかはよろしいでしょうか。 

 それでは本日、かなり厳しい意見を含んで有益な討論ができたのではないかと思っ

ております。俗に言う評価のための評価というようなことにならないように、気をつ

けながら進みたいと思いますが、よろしくご協力のほどをお願いしたいと思います。 

 それではこれで今日の委員会終了にしたいと思います。 

 


